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黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2840回 村山年度 第23回 会報 2019 2-20 司会 秋葉秀樹君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出法君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日  2月20日 37（7） 30（5） 7（2） 85.7％ 

前回  2月 6日 37（7） 31（5） 6（2） 88.6％ 0 88.6％ 

前々回 1月30日 37（7） 26（5） 9（2） 80.0％ 6 97.1％ 

お客様 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

会長挨拶 村山茂会長 

の中から、少しご紹介させていただきます。 
 まず、この懇談会は大田原市が中心市として、近
隣行政と幅広く連携し、圏域全体で経済発展や定
住環境を整備し、人口流出を防ぐとともに、圏域へ
の新たな人の流れを創出することを目的に、構成
市町が連携・協力して、一体的に定住促進と地域
活性化を図ることで、魅力ある圏域を形成するた
めの取組みです。 
 具体的な構成地域は、大田原市（中心市）と1市
6町：那須塩原市、那須町、那珂川町、棚倉町、矢
祭町、塙町、大子町で、それぞれ行政、医療、商
工観光関係者が構成員として参加して、懇談会形
式で行われるものです。 
 懇談会のもとになる資料は、中心市である大田
原市が作成し、講演会等のイベントを含め、年に3
～4回程度行われ、2年間を区切りにヴィジョン
（案）を取りまとめます。今回は、第二次案につい
て原案のとおり承認されました。これを各構成行政
機関は持ち帰り、それぞれの総合計画との調整、
実施計画等を作成・実行することで圏域内におけ
る一体的な活動となる訳でございます。 
 懇談の内容はと申しますと、「生活機能の強化」：
医療・福祉、教育、産業振興、環境・防災等、「結
びつきやネットワークの強化」：地域公共交通、道
路等インフラ整備、圏域内交流促進、文化・芸術
等の連携、「圏域マネジメント能力の強化」 
：職員のスキルアップ、外部人材の確保、コン
ピューターシステムの共同利用など多岐にわたり
ます。懇談会の委員は必ずしもその全てのカテゴ
リーに精通している訳ではありませんが、知らいな
いからこそ自由な発想で意見・質問を述べるという
意味では、これはこれで意義があるのではと感じて
おります。また、そのことを期待されているのかも知
れません。 
 そのような中で、気になるデータがございます。
人口の将来推計と高齢化率の将来推計でござい
ます。今更、解かりきっていることではありますが、 

 皆様、今日は。2月3日のIMそして2月6日の4クラ
ブ合同例会に際しましては、多くの皆様にご出席
いただき誠に有難うございました。いずれも楽しく
有意義なお時間を共有できたものと考えておりま
す。 
 さて、本日は昨日開催された「八溝山周辺地域
定住自立圏共生ヴィジョン」懇談会で示された資料 
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親睦委員会 委員長 戸野俊介君 

 皆さんこんにちは。親睦委員会委員長の戸野で
す。今月の誕生祝いは秋間忍さん、月江寛智さん
村山茂さん、田中徹さん、和気勝利さんです。 
 結婚記念日のお祝いは荒牧明二さん、鈴木隆
子さん、安藤譲治さんです。 

 結婚祝い 

 誕生祝い 

秋間忍君 月江寛智君 村山茂君 田中徹君 （欠席 和気勝利君） 

荒牧明二君 鈴木隆子君  （欠席 安藤譲治君） 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第23回幹事報告 
 米山記念奨学会より、ハイライトよねやま227が

届きました。回覧しております 
 ガバナー事務所より2019-20年度会長エレクト

研修セミナー(PETS)開催のお知らせが届きまし
た。吉光寺政雄次年度会長にお渡し致しました。 

 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より、第13
回那須塩原ハーフマラソン実行委員会開催の
お知らせが届きました。藤﨑社会奉仕委員長に
お渡し致しました。 

 本日例会終了後、第12回村山年度理事・役員
会を開催いたします。理事・役員の皆様はお残
りください。 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

改めて数字を、しかも、近隣地域の数値ということ
で、衝撃的です。とりわけ、65歳以上の高齢化率は
21年後の2040年には、圏域全体で40.80%、中でも
大子町は56.49%、那須町52.56%、那珂川町51.94%
となっております。大田原市と那須塩原市は37.5%
台です。これを何とかしようということが目的になる
訳でございます。 
 第二次案では、2040年における人口目標を、推
計値214,351人に対し目標値250,835人に、高齢化
率を推計値40.80%に対し目標値35.70%と設定いた
しました。人口減少を抑え、高齢化率も抑えるため
にはどのような施策が必要か。一筋縄ではまいりま
せん。今回の案で充分とは参加委員誰も思ってい
ないと思います。今回の案をたたき台に、更なる検
討、肉づけが必要なことは申し上げまでもございま
せん。ロータリー活動においても、このことを認識し
ておく必要があると思い、お話しさせていただきま
した。 
 以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴有難う
ございました。 
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地区公共イメージ委員会 
秋間忍委員 

田 中 徹 君 誕生祝い、次は古希です。 

村 山 茂 君 誕生祝い、ありがとうございま
す。 

植 竹 一 裕 君 先日の合同例会お疲れ様でし
た。 

月 江 寛 智 君 誕生祝い有難うございます。 

秋 間 忍 君 誕生祝い有難うございます。 

相 馬 征 志 君 やっと春の気配よかった！ 

鈴 木 隆 子 君 結婚祝い、ありがとうございま
す。 

ニコニコボックス 小野安正君 
 皆様こんにちは、黒磯ロータリークラブから国際
ロータリー第２５５０地区公共イメージ委員会に出
向させていただいております秋間忍です。 
 今日は、卓話担当ということでお話させていただ
きますが、恥ずかしながら私も出向当初でさえ公
共イメージ委員会がどんな委員会なのかよく分か
りませんでした。 
 公共イメージ委員会は、どちらかといえば自分た
ちの存在や奉仕活動の成果を積極的に訴えてこ
なかったロータリーが、会員拡大や奉仕活動の活
性化にはロータリー外からみた知名度や印象を踏
まえて、対外的にもっと積極的にロータリー自身や
その奉仕活動をアピールすべきとの発想から生ま 

 ゴルフ愛好会 会長 髙木慶一君 

ゴルフ愛好会からご報告申し上げます。 
• 村山年度第2回ゴルフ大会のご案内 

日時   平成31年3月17日（日） 
場所   那須黒羽ゴルフクラブ 
集合時間 8：40 
出欠回覧してまのでご記入して下さい。 

• RI2550地区第一グループゴルフ大会ご案内 
日時   平成31年5月19日（日） 
場所   那須野ケ原カントリークラブ 
集合時間 9：00 
出欠を回覧してますのでご記入して下さい。 

 ロータリー財団委員会 
委員長 荒牧明二君 

 今日は、ロータリー財団委員長の荒牧です。2月
6日那須塩原市のロータリークラブ4クラブの合同
例会に際しポリオ撲滅資金カンパ、皆様有難うご
ざいました。つきましては寄附送金明細書を回覧
しますので宜しくお願いします。 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程2年 権 鎬珍君 
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れた委員会と言えます。 
 私を含めて地区公共イメージ委員会に出向して
いる委員は、年に数回宇都宮で開催される研修
会等に参加し、少しでもロータリーの知名度を高
め、活動を対外的アピールをするための効果的な
手法、環境整備に誠意努力しております。もちろ
ん、これが地区内各ロータリークラブの会員増強
につながることを期待しております。 
 本日は、地区研修会の中から昨年の１１月３日に
行われた鈴木秀憲氏のセミナー内容を皆様にお
伝えできればと考えました。主な視点は、いったい
一般の方々はロータリーをどのように受け止めて
いるのだろうか？我々の奉仕に対する情熱は正し
く伝わっているのだろうか？等々・・・途中、卓話者
の特権で皆様の中から特定の方を指名させてい
ただき、ご意見をうかがいたいと思います。それで
は、鈴木秀憲氏のプレゼン資料に沿って話を進め
て参ります。 
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次回例会     平成31年2月27日    担当 会員選考・分類委員会  
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

2月20日欠席(敬称略) 
荒井昌一・安藤譲治・吉光寺政雄・黒澤洋一 
時庭稔・和気勝利・鈴木久雄 

前回   2月 6日分メークアップ(敬称略) 
該当なし 
前々回 1月30日分メークアップ(敬称略) 
石山桂子・泉道夫・時庭稔・藤﨑善隆 
植竹一裕・大島三千三 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

＜途中でご意見を求めた方々＞ 
１．知り合いを広め奉仕の機会とする。＞井出 法
君 

 知り合いを広め、奉仕の機会とする。（⇒仲間を
増やし、共に奉仕しよう）昨年7月に入会、奉仕の
理念の基、その活動が多岐に渡っていることや、
地元のみならず国際的にも貢献しているということ
が少しづつ理解できてきた昨今です。 
 もっとこれらの各種活動を自信をもって世間に広
めるとともに、異業種間の情報交換も活発にし、あ
らゆる世代の経営者仲間を増やしていければと考
えます。 

２．ロータリアン各自の仕事を高潔なものとする。
＞前田 貴宏君 

 ロータリークラブは、異なる業種、様々な経営に
対する考え方を持った経営者が集い、親睦を深め、
自分の職業能力を向上させる場だと思います。今
後も頑張ります。 

３．社会生活において奉仕の理念を実践する。
＞藤崎 善隆君 

 私は僧侶として、寺の中だけでなく、社会に出て
活動しようと、ロータリー入会前から保護司などの
活動に従事してきましたが限界がありました。ロー
タリーに入会して、先輩や会の歴史から、様々な形
の社会への奉仕の仕方を学ぶことができました。こ
れからも幅広い可能性求めて勉強し、行動してい
きたいと思います。 

４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的な
ネットワークを通じて、国際理解・親善・平和を推
進する。＞権 鎬珍君 

 米山奨学生の権 鎬珍です。離れた国は、どうし
ても偏見が生まれやすいと思います。実際にその
国に行けば、思っていたことと違うことが数多くあり
ます。互いに理解を深めるには民間の交流、人と
人のつながりが重要と考えます。 

５．感想 
 流石はロータリアン、とりわけ不躾な突然のご指
名にもかかわらず、快くご意見を述べてくださった
発言者各位に敬意と親愛の情を表し、ロータリアン
の本音と心情を開放的にご披露いただけたことに
心から感謝申し上げます。ご協力ありがとうござい
ました。 
 これをもちまして地区公共イメージ委員会出向の
中間報告に代えさせていただきます。 
 ご清聴ありがとうございました。 
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